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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第14期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第15期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第14期

会計期間

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成21年
９月30日

売上高（千円） 1,574,4541,605,1046,491,309

経常利益（千円） 68,881 23,815 459,411

四半期（当期）純利益（千円） 78,029 25,291 304,770

純資産額（千円） 3,914,3033,996,5774,163,743

総資産額（千円） 7,347,8318,010,6237,554,953

１株当たり純資産額（円） 30,356.6530,522.8031,879.47

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 731.27 230.05 2,857.27

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 730.34 229.35 2,851.10

自己資本比率（％） 44.1 41.9 46.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
501,249△193,4431,179,845

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△270,313△399,511△889,978

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
113,273 452,768△183,620

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 1,496,7071,118,8541,259,143

従業員数（人） 326 288 300

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税は含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 288 (35)

（注）従業員数は、就業人員（当社グループ外からの出向者を除き、契約社員を含んでおります。）であり、臨時

　　　雇用者数（人材会社からの派遣社員を含みます。）は、当四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載　

      しております。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 263 (26)

 （注）従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、契約社員を

　　　 含んでおります。）であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員を含みます。）は、当四半期会計期間の平

　　　 均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）売上実績

　当第１四半期連結会計期間の売上実績は、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同期比（％）

保険代理店事業（千円） 1,516,133 99.6

広告代理店事業（千円） 55,450 142.4

損害保険事業（千円） 28,735 209.5

再保険事業（千円） 4,784 －

合計（千円） 1,605,104 101.9

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　　２．金額には消費税等は含まれておりません。

　      ３．主な相手先別の売上実績及び総売上実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第１四連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第１四連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

あいおい生命保険株式会社 138,680 8.8 362,484 22.6

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 347,964 22.1 280,509 17.5

アリコジャパン 156,515 9.9 257,575 16.0

オリックス生命保険株式会社 267,925 17.0 200,945 12.5

アメリカンファミリー生命保険会社 185,853 11.8 118,918 7.4

　（注）金額には消費税等は含まれておりません。

 

(2）仕入（外注）実績

　当第１四半期連結会計期間の仕入（外注）実績は、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同期比（％）

保険代理店事業（千円） 533,348 131.1

広告代理店事業（千円） 27,930 88.0

合計（千円） 561,279 128.0

　（注）　金額には消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。 
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３【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の回復、在庫調整の一巡により企業収益に底入れの兆しは

見えるものの、円高、デフレの進行など先行きの不透明感を拭いきれず、また、厳しい雇用環境が続く中で、個人消費

は依然として低調に推移しております。

このような状況の下、消費者の生活防衛意識が高まる中で、当社グループは、「お客様が最適・快適な購買環境で、

簡単便利に保険を購入いただく」ことを目標に掲げ、様々な「販売チャネル」を構築し、お客様のニーズに幅広く、

機動的に対応してまいりました。

営業面では、日本最大級の保険比較サイト「保険市場（ほけんいちば）」を柱に、積極的なプロモーションを行

い、当サイトで圧倒的な来訪者数を確保し、新規保険契約の増加に繋げております。

また、リアル店舗である「保険市場（ほけんいちば）」につきましては前期に引続き、新たな店舗形態で３大都市

圏を主体に出店を進め、お客様志向の徹底した社員教育の下、「貯蓄や節約」と多様化するお客様ニーズを的確に捉

え、既存店を大幅に上回る実績を挙げております。

さらに、効果的なWebプロモーション活動の結果、インターネットやモバイルを利用した資料請求や問合せ・相談

が着実に増加しておりますので、元受保険会社および来店型保険ショップやコンサルティング営業を展開する他の

保険代理店と協同して対応する「協業」戦略を強化し、お客様対応の強化を図っております。

以上の取組みにより、当第１四半期連結会計期間における新規の保険契約件数は58千件（前年同期比7.8％増）、

当第１四半期連結会計期間末の保有契約件数につきましても337千件（前連結会計年度末比2.9％増）となりまし

た。

損益面では、販売費及び一般管理費は縮減（前年同期比6.2％減）しておりますが、Webプロモーションを積極的に

展開した結果、外注費は増加（前年同期比28.0％増）いたしました。　

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,605百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益は100百万円（前

年同期比22.8％減）、経常利益は23百万円（前年同期比65.4％減）、四半期純利益は25百万円（前年同期比67.6％

減）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

保険代理店事業におきましては、上述の展開により当第１四半期連結会計期間の営業収益は1,516百万円（前年同

期比0.4％減）、営業利益は107百万円（前年同期間比13.7％減）となりました。

広告代理店事業におきましても、上記「保険市場（ほけんいちば）」のブランド力向上を背景に、Webマーケティ

ング手法をベースとした営業を行い、従来からの紙媒体の広告提案から、インターネット広告へのシフトを図ってお

ります。この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は55百万円（前年同期比42.4％増）、営業損失は3百万円（前

年同期は営業利益1百万円）となりました。

損害保険事業におきましては、営業開始２年目にあたり契約獲得に向け、代理店の拡大、顧客サービス体制の充実

等、販売・サービス共に営業体制の拡充を図り、当第１四半期連結会計期間の売上高は28百万円（前年同期比

109.5％増）、営業利益は0円（前年同期は営業損失1百万円）となりました。

再保険事業におきましては、前期第２四半期連結会計期間より業務を開始しておりますが、当第１四半期連結会計

期間の売上高4百万円、営業損失は3百万円となりました。

　　

（2）資産・負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は455百万円増加し8,010百万円、負債

は622百万円増加の4,014百万円、純資産は167百万円減少の3,996百万円となりました。

資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加271百万円であります。負債の増加の主な要因は、短期借入金

の増加600百万円であります。また純資産の減少の主な要因は、配当による利益剰余金の減少164百万円であります。　

　

（3）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

140百万円減少し、1,118百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次

のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間においては、売上債権の増加263百万円（前年同期は349百万円の減少）等により、営業

活動の結果使用した資金は193百万円（前年同期は501百万円の収入）となりました。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、保険業法第113条繰延資産の取得による支出

148百万円（前年同期は142百万円の支出）及び差入保証金の差入による支出139百万円（前年同期は4百万円の支
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出）等があり、399百万円（前年同期は270百万円の支出）となりました。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果、短期借入金が600百万円増加（前年同期は129百万円の増加）

したこと等により、452百万円（前年同期は113百万円の収入）の資金を獲得いたしました。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に、重要な変更および新

たに生じた課題はありません。 

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の除却を完了してお

ります。除却した重要な設備は、次のとおりであります。

所在地

（事業所名）

事業の種類別セグメン

トの名称
設備の内容

帳簿価額

（千円）
完了年月

近畿地区

（箕面店他２店）　
　保険代理店事業

営業用内装設備及び事

務所保証金
　7,014平成21年10～12月

中国・九州地区

（大分店）　
〃 〃 　1,621　平成21年10月

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について完了

したものは、以下のとおりであります。

所在地

（事業所名）

事業の種類別セグメ

ントの名称
設備の内容

帳簿価額

（千円）
完了年月

近畿地区

（梅田ディアモール店）　
　保険代理店事業

営業用内装設備及び事

務所保証金
　118,043　平成21年11月
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 420,000

計 420,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 112,391 112,391

大阪証券取引所ニッポン

・ニュー・マーケット－

「ヘラクレス」

単元株制度を採用し

ておりません。

計 112,391 112,391 － －

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成22年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商

法に基づき発行された新株引受権の権利行使を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　新株予約権および新株予約権付社債に関する事項は次のとおりであります。

(A)旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権（ストックオプション）は次のとお

りであります。

平成16年12月22日定時株主総会決議分

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 390

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 390

新株予約権の行使時の払込金額（円） 351,000

新株予約権の行使期間
平成17年12月14日から

平成22年12月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

　発行価額　　　351,000

　資本組入額　　175,500

新株予約権の行使の条件 （注）１．

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２．

代用払込みに関する事項  　　　　　　　－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  　　　　　　　－

（注）１．新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①権利を付与された者は、権利行使時において、当社ならびに当社の子会社の取締役、監査役、執行役員およ

び従業員であることを要する。

②権利を付与された者が死亡した場合は、取締役会に定める手続きに従い、相続を認めるものとする。

２．新株予約権の譲渡は認めておりません。

３．新株予約権の目的となる株式の数とは、特別決議に基づく新株予約権付与契約における新株発行予定数から

既に発行した株数及び退職等による権利喪失分を消却した新株発行予定数を減じた数のことであります。

４．発行価格は、株式の分割および併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。調整による１円未

満の端数は切り上げる。また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、発行価格の調整を必要とする場合、

取締役会が適切と判断する発行価格に変更されるものとする。

調整後発行価格 ＝ 調整前発行価格　 ×
１

分割・併合の比率

５. 資本組入額は、上記４．により発行価格が調整された場合は、調整後発行価格に0.5を乗じた金額とし、計算

の結果１円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。

 ６．目的となる株式の数は、株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使又は消却していない新株予約権の目的となる株

式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これのみを切り捨てるものとす

る。また、当社の合併、株式交換、会社分割等により、目的となる株式の数の調整を必要とする場合、取締役会

が適切と判断する目的となる株式の数に変更されるものとする。

調整後株式数 ＝ 　　 調整前株式数　×　分割・併合の比率
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 (B)会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成21年11月13日取締役会決議分

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 5,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,772

新株予約権の行使期間
平成21年12月8日から

平成26年12月7日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

　発行価額　　　51,184

　資本組入額　　25,592

新株予約権の行使の条件 （注）１．

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）２．

代用払込みに関する事項  　　　　　　　－

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  　　　　　　　－

（注）１．新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①新株予約権者の相続は認めておりません。

②割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額に40％（但し、下記３．に準じて取締役会に

より適切に調整されるものとする。）を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本

新株予約権を権利行使価額の75％（但し、下記３．に準じて取締役会により適切に調整されるものとす

る。）の価額で満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときは

この限りではない。

(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合

(b) 当社が法令や株式会社大阪証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していな

　　　　　　　　　　

　　かったことが判明した場合

(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事　　

　

　　情に大きな変更が生じた場合

(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

２．本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

３．当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額　×
１

分割・併合の比率

　また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株

予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く）は、次の算式に

より行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 分割・新規発行前の株価

    既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

　なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

　さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価

額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものと

する。

　行使価額は、株式の分割および併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。調整による１円

未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、

（新株予約権または新株予約権が付された証券の行使により新株式を発行もしくは交付する場合を除
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く。）、上記の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

　なお、自己株式の処分の場合には、上記の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己

株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。

　

(C)旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）の状況（株主総会決議日：平成13年

12月21日）は以下のとおりであります。

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年12月31日）

新株予約権の数（個） 　                 　－

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  　　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 552

新株予約権の行使時の払込金額（円） 37,605

新株予約権の行使期間
平成16年１月１日から

平成23年12月21日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

　発行価額　　　37,605

　資本組入額　　37,605

新株予約権の行使の条件 （注）２．

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３．

代用払込みに関する事項 　　　  　　　 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　             －

　（注）１．「新株予約権の目的となる株式の数」は特別決議における新株発行予定数から権利喪失により発行しなく

なった株式数を減じ、株式分割による調整を行った数のことであります。

２．新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

①権利を付与された者は、権利行使時においても当社の取締役又は使用人であることを要する。また、権利を

付与された者が死亡した場合、相続人は権利を行使することはできない。

②権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。

③この他、権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する権

利付与契約による。

３．新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総

数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増

減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年10月1日～　　

　　　　平成21年12月31

日　　

　

－ 112,391 － 2,915,314 － 16,005

 　 

（５）【大株主の状況】

　　当第１四半期会計期間において大株主の異動はありません。

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 2,446 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 109,945 109,945 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 　　 　　112,391 － －

総株主の議決権 － 109,945 －

  

②【自己株式等】

 平成21年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社アドバンス

クリエイト

大阪市中央区瓦町

三丁目５番７号
2,446 － 2,446 2.18

計 － 2,446 － 2,446 2.18
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
10月

11月 12月

最高（円） 53,90050,80057,800

最低（円） 48,00046,10048,500

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。

３【役員の状況】

役職の移動 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
常務執行役員　マーケティ

ング・営業統括本部長　
取締役　

常務執行役員　マーケティ

ング・営業統括本部長　兼　

営業部長

堀　了太 平成22年２月１日

 

EDINET提出書類

株式会社アドバンスクリエイト(E05280)

四半期報告書

14/29



第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日）及び当第１四半期連結累計期

間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表についてはＫＤＡ監査法人による四半期レビューを受けており、当

第１四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21

年10月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表については、大阪監査法人による四半期レビュー

を受けております。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　第14期連結会計年度　　　　　　　ＫＤＡ監査法人

　第15期第１四半期連結累計期間　　大阪監査法人　
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,242,064 1,309,769

受取手形及び売掛金 1,647,502 1,376,471

繰延税金資産 187,664 187,664

その他 251,053 226,934

貸倒引当金 △640 △2,141

流動資産合計 3,327,644 3,098,697

固定資産

有形固定資産 ※1
 224,958

※1
 210,904

無形固定資産

のれん 195,737 203,940

広告実施権等 216,039 225,402

ソフトウエア 348,371 388,377

その他 107,354 61,757

無形固定資産合計 867,502 879,478

投資その他の資産

投資有価証券 327,396 335,159

保険積立金 1,320,767 1,311,454

差入保証金 510,655 393,578

その他 287,680 283,174

投資その他の資産合計 2,446,501 2,323,366

固定資産合計 3,538,962 3,413,749

繰延資産

開業費 152,489 167,514

開発費 87,383 106,262

保険業法第113条繰延資産 871,102 730,771

その他 33,041 37,957

繰延資産合計 1,144,016 1,042,506

資産合計 8,010,623 7,554,953
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,241 14,060

短期借入金 1,500,000 900,000

賞与引当金 58,285 119,842

店舗閉鎖損失引当金 － 8,598

その他 1,117,493 1,052,397

流動負債合計 2,684,020 2,094,899

固定負債

社債 1,020,000 1,020,000

長期借入金 59,600 75,000

退職給付引当金 39,720 32,630

その他 210,704 168,680

固定負債合計 1,330,024 1,296,310

負債合計 4,014,045 3,391,209

純資産の部

株主資本

資本金 2,915,314 2,915,314

資本剰余金 615,018 618,507

利益剰余金 △51,662 87,990

自己株式 △124,190 △122,193

株主資本合計 3,354,479 3,499,619

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,349 5,942

評価・換算差額等合計 1,349 5,942

新株予約権 2,060 －

少数株主持分 638,688 658,181

純資産合計 3,996,577 4,163,743

負債純資産合計 8,010,623 7,554,953
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 ※1
 1,574,454 1,605,104

売上原価 ※2
 438,558 561,279

売上総利益 1,135,896 1,043,825

販売費及び一般管理費 ※3
 1,006,157

※3
 943,633

営業利益 129,738 100,192

営業外収益

受取利息及び配当金 2,390 1,520

その他 21,809 12,367

営業外収益合計 24,199 13,888

営業外費用

支払利息 9,846 9,727

開発費償却 43,568 18,879

保険業法第113条繰延資産償却 20,206 41,035

その他 11,435 20,621

営業外費用合計 85,056 90,264

経常利益 68,881 23,815

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 1,501

特別利益合計 － 1,501

特別損失

店舗閉鎖損失 2,276 9,069

その他 7,150 1,291

特別損失合計 9,427 10,360

税金等調整前四半期純利益 59,454 14,956

法人税、住民税及び事業税 39,904 9,158

法人税等調整額 △39,569 －

法人税等合計 335 9,158

少数株主損失（△） △18,910 △19,493

四半期純利益 78,029 25,291
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 59,454 14,956

減価償却費 64,458 73,533

のれん償却額 3,356 8,202

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21 △1,501

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,470 △61,556

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,395 7,090

受取利息及び受取配当金 △2,390 △1,520

支払利息 9,846 9,727

繰延資産償却額 72,559 79,856

売上債権の増減額（△は増加） 349,228 △263,598

仕入債務の増減額（△は減少） △5,962 △5,819

その他 68,043 9,071

小計 570,539 △131,556

利息及び配当金の受取額 2,098 1,219

利息の支払額 △9,238 △9,018

法人税等の支払額 △60,723 △47,970

店舗閉鎖による支出 △1,426 △6,117

営業活動によるキャッシュ・フロー 501,249 △193,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △95,150 △75,345

定期預金の払戻による収入 200,000 2,760

有形固定資産の取得による支出 △9,451 △6,250

投資有価証券の取得による支出 △209,114 －

無形固定資産の取得による支出 △111,035 △39,716

貸付けによる支出 △200,000 －

貸付金の回収による収入 309,257 4,843

保険積立金の積立による支出 △9,313 △9,313

差入保証金の差入による支出 △4,333 △139,496

差入保証金の回収による収入 8,060 11,957

保険業法第113条繰延資産の取得による支出 △142,918 △148,950

繰延資産の取得による支出 △6,314 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △270,313 △399,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 350,000 600,000

短期借入金の返済による支出 △221,000 －

長期借入金の返済による支出 △15,400 △15,400

自己株式の取得による支出 － △15,451

配当金の支払額 △326 △128,404

その他 － 12,025

財務活動によるキャッシュ・フロー 113,273 452,768

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △102
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 344,209 △140,289

現金及び現金同等物の期首残高 1,152,497 1,259,143

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,496,707

※1
 1,118,854
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法　

　　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によってお

ります。

　　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に、経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニン

グを利用しております。　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

     該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年９月30日）

※１.　有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225,165千円

※１.　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　       210,850千円　

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※１.　売上高のうち、保険代理店手数料収入は、1,521,792

千円、広告料収入は、38,944千円、損害保険料収入

は、13,717千円であります。

  １.　　　　　　　　――――――

※２.　外注費他であります。　   ２.　　　　　　　　――――――　

※３.　販売費および一般管理費のうち主要な費目および金

額は次のとおりであります。

※３.　販売費および一般管理費のうち主要な費目および金

額は次のとおりであります。

報酬給与 362,555千円

賞与引当金繰入額 63,329千円

減価償却費 64,458千円

地代家賃 113,791千円

報酬給与 329,915千円

賞与引当金繰入額 51,501千円

退職給付引当金繰入額  7,964千円

　 　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　（平成20年12月31日現在）

（千円）　

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　（平成21年12月31日現在）

（千円）　

現金及び預金勘定 1,621,876

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △125,168

現金及び現金同等物 1,496,707

現金及び預金勘定 1,242,064　

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △123,210

現金及び現金同等物 1,118,854
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年10月１日　至　

平成21年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　112,391株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　 2,446株

 

３．新株予約権等に関する事項

　平成21年新株予約権

　　新株予約権の目的となる株式の種類　　　普通株式

　　新株予約権の目的となる株式の数　　　　5,000株

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　2,060千円　

 

４．配当に関する事項

　　配当金支払額　

（決議）　 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

　平成21年11月13日

　取締役会
　普通株式 164,944 1,500平成21年9月30日平成21年12月21日利益剰余金

 

　      ５．株主資本の著しい変動に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

 
保険代理店事
業（千円）

広告代理店事
業（千円）

損害保険事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
1,521,79238,944 13,7171,574,454 － 1,574,454

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,103 17,632 － 19,735(△19,735) －

計 1,523,89556,577 13,7171,594,190(△19,735)1,574,454

営業利益又は営業損失

（△）
124,489 1,770 △1,518 124,741 4,996 129,738

当第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 
保険代理店事
業（千円）

広告代理店事
業（千円）

損害保険事
業（千円）

再保険事業
（千円）　

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高    　    

(1）外部顧客に対

する売上高
1,516,13355,45028,735 4,7841,605,104 － 1,605,104

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

31,44311,546 － － 42,989(42,989) －

計 1,547,57666,99728,735 4,7841,648,094(42,989)1,605,104

営業利益又は営業損

失（△）
107,398△3,883 － △3,927 99,587 604 100,192

　（注）１．事業区分の方法

　経営の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しております。

２．各事業区分の内容

保険代理店事業　生命保険および損害保険の代理店業。

広告代理店事業　Webプロモーションその他広告業務取扱いおよび企画、制作ならびにマーケティング等

サービス活動。

　　　　　　  損害保険事業  　損害保険業。

　　　　　　　再保険事業　　　再保険業。

 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）

該当事項はありません。　

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

 

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）　

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はありませんので、記載しておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。　
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年９月30日）

１株当たり純資産額 30,522.80円 １株当たり純資産額 31,879.47円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 731.27円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
730.34円

１株当たり四半期純利益金額 230.05円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
229.35円

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 78,029 25,291

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 78,029 25,291

期中平均株式数（株） 106,703 109,938

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

普通株式増加数（株） 137 335

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

　                   －　　　　　　　　　　 －

（重要な後発事象）

　     該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間におけるリース取引残高は、前連結会計年度末に比して著しい変動が認められないた

め、記載しておりません。

 

２【その他】

該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月13日

株式会社アドバンスクリエイト

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 毛利　優　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 関本　享　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドバンス

クリエイトの平成20年10月１日から平成21年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年10月１日

から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アドバンスクリエイト及び連結子会社の平成20年12月31日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月12日

株式会社アドバンスクリエイト

取締役会　御中

大阪監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 坂東　和宏　　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　功士　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドバンス

クリエイトの平成21年10月１日から平成22年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年10月１日

から平成21年12月31日）及び第１四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アドバンスクリエイト及び連結子会社の平成21年12月31日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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